
交通のご案内

FAXでもお申し込みいただけます。詳しくは添付の申込書をご覧ください。

日時 2017年８月３日（木）

13:00~17:30
（受付開始 12:45）

会場 立川商工会議所

展示 １１階会議室

ｾﾐﾅｰ １２階会議室

参加費 無料（事前登録制）

http://jpn.nec.com/event/musashino/index.html 

お問い合わせ先 ＮＥＣ西東京支社フェア事務局 清田・山田（ＮＥＣ西東京支社内） TEL 042-526-5977

●ＪＲ中央線、青梅線、五日市線、南武線

立川駅下車 徒歩3分

●多摩都市モノレール

立川北駅下車 徒歩1分

http://www.tachikawa.or.jp

【ごあいさつ】

ＮＥＣ西東京支社は拠点を立川に置き、多摩地域の企業様に最適ソリューションを

ご提案し、「元気な多摩」の実現を願って日々活動をしております。

ＮＥＣ西東京地域販売店会各社（販売店会名称：「むさしの会」）とともに、

皆様をお待ちしております。

■主催 ＮＥＣ西東京支社・ＮＥＣ西東京地域販売店会「むさしの会」

■入場無料（事前登録制）

２０１7年 ７月 吉日 「むさしの会」会長 高橋 清
ＮＥＣ西東京支社長 岡 英輔

お申込みは、こちらから



<12F>

セミナー会場Ａ セミナー会場Ｂ

<11F>

展示会場

【スケジュール】

【会場構成】

展示会場 セミナー会場　Ａ セミナー会場　Ｂ

Ｂ－１　「入出荷検品ソリューション　ご紹介」

Ｎ－１

　　　「クラウド時代を支える最新ＩＣＴ動向 １３：００～１３：３０（３０分）

　　　　　～　２０１７年におけるＡＩ、ＩｏＴの可能性　～」

１３：００～１４：００（６０分）

Ｂ－３　「パーツマネジメント」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４：３０～１５：００（３０分）

１５：１０～１５：４０（３０分）

Ｎ－２

　　　ＩｏＴ時代に対応

　　　　～「つながる」ＳＤＮ次世代工場ネットワーク

１６：００～１６：４０（４０分）

13:00

13:30

13:00

～
17:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Ｂ－２ 安否確認の「その先」へ

ＢＣＰ／ＢＣＭのスピード革命

「ココダヨ」Ｂｉｚ ご紹介

１３：４５～１４：１５（３０分）

Ｂ－５ 既存配線を活かし低コスト導入可能な

「日本製防犯カメラ」 ご紹介

１６：００～１６：３０（３０分）

Ａ－１ 飲食店、専門店オーナー・店長・管理者の皆様へ～

アプリをインストールするだけでiPadが最新の

高性能POSレジに

「NECモバイルPOSソリューション」 ご紹介

１４：２０～１４：５０（３０分）

Ａ－２ ～働き方改革を実践するために～

請求書業務の時短・ペーパーレスが実現！

「BtoBプラットフォーム請求書」 ご紹介

１５：００～１５：３０（３０分）
Ｂ－４ 「コンタクトセンターサービス」

１５：１５～１５：４５（３０分）



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。

【展示会場】（１１階） 出展ソリューション

【官庁・公共・医療系ソリューション】
Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｃ－Ｃｏｎｎｅｃｔ　市民の声システム 官公庁 サービス向上

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　すくすくシリーズ「教育委員会ソ
リューション」
学齢簿・就学援助・就園奨励・給食費管理・放課後児童クラ
ブ

官公庁 自治体業務

介護向け監視カメラソリューション 介護 セキュリティ

高齢者　在宅・施設ケア支援システム「すこやかサン」 介護 セキュリティ

官公庁・全業種 ドローン

【観光系ソリューション】

全業種 ＶＲソリューション

官公庁・サービス業 電子スタンプ

市民など住民から要望・意見・提案・市民の声（首長への手紙）などをデータベースで一元管理し、受付から回答までをスピー
ディに行うための機能によって、広聴業務を効率的にサポートします。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

株式会社ワイイーシーソリューションズ

モバイルＶＲサービス ＭＸモバイリング株式会社

現在、観光のみならずトレーニング、不動産等のセールスにおいて需要が高まっているＶＲのシステムからコンテンツまでトー
タル提案いたします。デモンストレーションをご覧いただき、幅広いご提案にご活用ください。

電子スタンプサービス「Ｐｌｕｓ　Ｚｏｎｅ　ｆｏｒ　Ｓｔａｍｐ」 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

日本の文化でもある「はんこスタンプ」を活用した、アナログとデジタルを融合したスマートフォン向け電子スタンプサービス
です。スマートフォンの画面へ直接スタンプすることで、スタンプラリー・ポイントカード・クーポン消込み等にご利用いただ
けます。

ドローン活用サポート ＮＥＣフィールディング株式会社

用途が広がるドローンの運用サービスについてご紹介いたします。農薬散布用ドローン、災害対策用ドローンなどご紹介いたし
ます。

日興通信株式会社

キヤノン製ネットワークカメラによる監視カメラソリューションです。介護システムと連携して介護施設における防犯と職員の
負担を軽減し、施設運営を手助けするソリューションをご紹介します。

日興通信株式会社

充実した機能と高いコストパフォーマンスで介護給付、介護予防から施設や住宅のケア管理、地域包括までサポートします。ま
た、法人グループの事業所をネットワークによって管理し、総合サポートを実現します。

住民記録システムと連携して児童・生徒情報を抽出することで自動的に学齢簿の作成を行うことができます。その他　就学援
助・就園奨励・給食費管理・放課後児童クラブ管理をトータルに管理できるシステム群です。住登外及び外国人の登録管理も対
応しています。

【組込みソリューション】

絶縁監視装置 佐鳥電機株式会社 製造業 組込み

負荷機器の劣化予兆監視に最適！漏電検出技術を利用した絶縁監視のご提案です。

無線モジュール 佐鳥電機株式会社 製造業 組込み

Ａｒｍａｄｉｌｌｏ－ＩｏＴと佐鳥製アドオンモジュールでＧａｔｅｗａｙを簡単に構築可能です。センシングネットワークをお考えのお
客様に最適な環境をご提案いたします。

加速度・温度センサ データ収集システム ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 製造業 組込み

インダストリアルIoT時代に向けた、設備等の予防保全（故障予兆検知）を支えるシステムです。3軸加速度及び温度が測定することができ、
NEC独自の暗号認証技術を採用することでセキュリティリスクの安全性を高めた小型データ収集BOXを展示いたします。

IoTトライアルパッケージ ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 製造業 組込み

クラウドを活用した工場・設備・施設等のリモートメンテナンス、故障予兆監視、集中管理、モニタリング、データ見える化、遠隔操作等
を実現したいというご要望対して、IoTシステムの構成要素をPoC用にワンストップでご提供いたします。導入後すぐに、測距・Co2・
CO・輝度・H2・温湿度・気圧・振動等のデータが取得し、クラウド上で確認できます。

Advanced Analytics-RAPID機械学習 ＮＥＣ 全業種 組込み

ディープラーニング技術をコアエンジンとした機械学習ソフトウェアです。お手本データの額数により、高精度な判断（分類・検知・推薦
など）を実現します。省リソースで高速に動作するため、オンプレミス／組込でも導入が容易です。



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。

【民間系　業務・業種パッケージ】

流通業 業務パッケージ

全業種 業務パッケージ

ＮＥＣ「モバイルＰＯＳ」 飲食店・専門店 業務パッケージ

ｅ－ロジユソー２１ 運送業 業種パッケージ

ｅ－ロジソーコ２１ 小売卸売業・製造業 業種パッケージ

全業種 物流・倉庫業務

製造業 生産管理

物流業 業種パッケージ

製造業 業種パッケージ

印刷業トータル管理システム「プリンティングナビ」 印刷業 トータル管理システム

Ｍａｓｔｙフロッピー変換アダプター 全業種

全業種 物流サービス

フロッピーディスク変換アダプターでは、生産中止となったフロッピーディスク装置の代替として、単に延命するのではなく最
新の技術で過去のシステムに新たな命を与えます。

国内外のネットワークや様々な独自の治具を活用することで、輸送品質を維持するとともに梱包レス輸送を実現し、物流コスト
のミニマイズに貢献いたします。お客様のニーズにマッチした物流サービスをご紹介いたします。

日本システムウエア株式会社デジタル生産支援システム「Digicell」（デジセル）

日通ＮＥＣロジスティクス株式会社

入出庫在庫管理システム「ＯＲＢＩＳⅥ」（オービス６）

セル生産の現場で作業者に対し、動画／画像／音声などを用いて作業指示をナビゲーションし、実績収集するシステムです。
治工具や棚と連携し、部品の取間違い・取り忘れ・ネジの締め忘れなどをチェックすることによりミスの防止が可能となりま
す。

量産・繰り返し（受注・見込）生産、個別受注生産および準標準品の受注生産形態に対応している中堅・中小製造業向けの生産
管理パッケージです。

商品管理（荷姿・ロケーション）が充実し、ロット管理（賞味期限・サイズ等…）設定が柔軟で、どのような商品にもマッチす
る汎用性を持った「倉庫管理システム」です。日本事務器㈱殿の入出荷検品管理システムとも連携可能です。

プリンティングナビは印刷業における営業管理や業務管理、経営管理までをトータルに管理し、理想の経営を実現します。

ＣＯＲＥ　Ｐｌｕｓ　ＮＥＯ　入出荷検品は、販売管理などの上位システムからの指示データをもとに正確な処理をサポート
し、ロット管理など得意先に求められる物流品質の向上を上位システムの改修を行うことなく短期間に実現します。

株式会社シップス

株式会社シップス

食品流通業向け文字認識対応入出庫在庫管理システム

物流サービスご紹介

取引先とのＩＴ化が実現。ＢｔｏＢプラットフォームのご紹介

株式会社シップス

日本事務器株式会社入出荷検品管理システム「ＣＯＲＥ　Ｐｌｕｓ　ＮＥＯ　入出荷検品」

デンセイシリウス株式会社

デンセイシリウス株式会社

日興通信株式会社

日本事務器株式会社
中堅・中小製造業向け生産管理システム
「Ｆａｃｔｏｒｙ－ＯＮＥ　電脳工場ＭＦ」

日興通信株式会社

企業間における紙によるやり取りを電子化することにより、業務コストの削減の時間短縮をサポートする「ＢｔｏＢプラット
フォーム（請求書・受発注）のご紹介です。取引先も含めた各システムとの連携が可能なため、生産性が大幅に向上できます。

マウスでの簡単配車、過去の運行履歴を学習して運行パターンや運賃を自動表示等で簡単売上入力可能な、使いやすさを追求し
た「運送業サポートシステム」です。

日本システムウエア株式会社

ＮＥＣのＰＯＳ開発経験・ノウハウをiPadに集約することで、低価格化を実現したクラウド型簡単導入ＰＯＳレジです。iPad
がＰＯＳレジとなり、プリンタやキャッシュドロアなどの周辺機器と連動することで販売管理、、売上集計が行えます。

消費ニーズの多様化に対応した、多品種の在庫管理が可能です。３０年の経験と３００社の導入実績による使い易い操作性と便
利機能が豊富です。さらに低コスト・短納期を実現したシステムです。

文字認識ハンディターミナルを活用した、入出庫在庫管理システムをご覧頂けます。賞味期限管理にも対応した、食品流通業に
特化したシステムです。



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。

【セキュリティ】

全業種 セキュリティカメラ

安否確認ツール「ココダヨ」Biz 全業種 BCP

全業種 セキュリティサービス

全業種 セキュリティサービス

全業種 セキュリティサービス

全業種 顔認証セキュリティ

Ｃｙｌａｎｃｅ　ＰＲＯＴＥＣＴ 全業種 セキュリティソフト

セキュリティアプライアンス「Aterm SA3500」 全業種 業務効率化

株式会社ラネクシーＭｙｌｏｇｓｔａｒ３　Ｄｅｓｋｔｏｐ（マイログスター3　デスクトップ）

MylogStarはパソコンの操作ログ管理の専用製品です。業界トップクラスのログ収集力でPCの操作ログを取得し証跡管理が可
能です。5月30日より全面施行となりました改正個人情報保護法やマイナンバーへの対策をご検討のお客様へのご導入に最適
です。

多くのシステムで利用可能なＩＣカード社員証と、利便性に優れた顔認証システム導入セットとの連携により、高度なセキュリ
ティレベルの実現と汎用性の高い入退管理システムをご紹介いたします。

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

顔認証導入システム＋入退管理システム(SecureFrontia)連携 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

シンプルかつ高性能カメラ「ＡＨＤ」「ＥＸ－ＳＤＩ」のご紹介 株式会社シップス

株式会社シップス

「あんしんプラスシリーズ」は、サイバー攻撃の侵入を前提とした多層防御ソリューションです。クラウドでの管理の手間やコ
ストを削減しながらセキュリティ対策強化。全国４１ヵ所の拠点からサポートいたします。

シンプルかつ高性能な同軸ケーブル使用メガピクセルカメラをご紹介します。長距離配線や既設配線の再利用可能、ネットワー
ク機能も備えた高いコストパフォーマンスを誇る日本製システムの提案です。

緊急地震速報と連動して、社員の最新の位置情報を地図上に表示します。迅速・適切な事業継続マネジメント（ＢＣＰ）を実現
するためのツールです。スマートフォンからアラートを発報し、警報発令・社員の参集など業務指示をすることが可能です。

DeviceLockは、USBメモリ、CD/DVDドライブ、スマートフォン等の外部デバイスを制御や、インターネットを介したファ
イルのコピー、送信を制御し、個人情報や機密情報などの不正持ち出しによる情報漏えいを防止します。

日本事務器株式会社クラウド型セキュリティ対策サービス「あんしんプラス」シリーズ

株式会社ラネクシーＤｅｖｉｃｅＬｏｃｋ（デバイスロック）

人工知能(ＡＩ)を活用したマルウェア対策のエンドポイント型ウイルス対策ソフトです。シグネチャを使用せずにファイルの実
行前に特徴を静的解析することでマルウェアかどうか判断し、99.7%の検知率を実現します。

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

導入・運用がカンタン、かつ高性能のUTM製品です。「現在行っているセキュリティ対策はPCのウィルスバスターだけ」、
「高度なセキュリティ対策を運用できる人が社内にいない！」というお客様におすすめです。



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。

【業務効率化・オフィス改革ソリューション】

ＳＡＮＳＨＩＮ　ＤＡＴＡ　ＣＥＮＴＥＲ 全業種 データセンター

学校　法人 学校ＩＣＴ／オフィス改革

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　アンケートシステム 全業種 サービス向上

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｃａｌｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ　呼出しアプリ 全業種 サービス向上

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Executive Schedule 全業種 業務効率化

ボイスパケットトランシーバー 全業種 業務効率化

IoT時代に対応「つながる」次世代工場ネットワーク 全業種 ネットワーク

SDNで実現するネットワーク運用改善を体験してみよう！ 全業種 ネットワーク

UPS内蔵スリムサーバ 全業種 ハードウェア

ワイヤレスプレゼンテーションツール「MultiPresenter Stick」

（マルチプレゼンタースティック） 全業種 業務効率化

どこでもアクセスサービス 全業種 業務効率化

顔認証印刷ソリューション 全業種 業務効率化

NTTドコモFOMA網を利用した業務用IP無線システムです。通信エリアはNTTドコモのFOMAエリア内であれば通信可能で、
免許申請や資格は不要です。またアンテナ等の設置も不要です。

ＮＥＣフィールディング株式会社

工場での生産性・品質向上を目的としたデータ活用のため多種多様なデバイスの導入検討が進んでおります。ＩｏＴ活用など、
事業変化に柔軟に対応可能な次世代ネットワークをご紹介いたします。

インターネットブラウザ上で稼働するスケジュール管理ＷＥＢシステムです。パソコンに特別なソフトのインストールは必要な
いため、システム導入を最小限で行うことができます。スケジュール公開設定や閲覧制限など様々なスケジュール管理・運用を
行うことができます。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

ＮＥＣ　マーケティング・ニュービジネス本部

株式会社ワイイーシーソリューションズ

病院・クリニックでお待ちの患者様や、役所の窓口で受付をお待ちの方などが所有しているスマートフォンへ、アプリの機能を
使って呼出し通知を表示させます。お持ちの方の時間を有効に使うことができるようにり、ご利用者様の満足向上に繋げられま
す。

サーバ１台からご利用いただけるシェアードラックサービスをはじめ、システム移設や新規・更新に伴う設計・構築・運用保守
まで実施できます。サーバレンタルサービスもご用意しておりますので、システム一式丸ごとお預かりさせていただきます。

IoT時代を迎え、ますます期待が高まるSDN。本ブースでは、従来運用との比較も交えながら「NECのSDN」による運用改善
方法を実機を利用し体験して頂きます。すぐれた操作性・運用性の体験を通して、SDNがさまざまな課題解決に役立つことを
その場でご理解頂けます。

ＮＥＣ　ビジネスクリエイション本部

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

三信電気株式会社

株式会社ライオン事務器

スマートフォンやPCの画面をHDMI端子を持った映像機器にカンタン表示！WEBブラウザでの各端末で画面共有、ファイル共
有も可能となり、無線LANアクセスポイント経由で最大５０台まで同時接続することができます。会議やミーティングをス
ムーズに開始できる、コンパクトなプレゼンテーションツールです。

セーフティチャージャー　タブレット充電収納保管庫

文科省主導で進められる教育現場でのＩＣＴ利活用。児童・生徒への端末一人１台という環境整備が進められていく中、当社は
単に端末の充電＆保管場所としてではなく、現場の要求を満たす高機能充電収納庫を提供します。

情報収集や意識調査はアンケートシステムで管理！簡単な操作機能で簡単に自動集計できます。回答促進メールで未回答者への
回答を促します。

スマートフォンから普段お使いの電子メールやアドレス帳、グループウェアはもちろん、Office365などのクラウドサービス
の利用を可能にするサービスです。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

最新のインテルXeonプロセッサーE3-1200v6製品ファミリーを採用した内蔵バッテリー搭載のスリム型Expressサーバで
す。幅約98mmの小型筐体に新たにUPS内蔵することで停電対応も可能であり、拡張性を確保しながら設置環境も柔軟に対応
いたします。

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

シーイーシー社の認証印刷ソリューション「SmartSESAME® SecurePrint！にNECの顔認証AIエンジン「NeoFace」を応
用した認証印刷ソリューションです。顔認証のためハンズフリーで認証という利便性を高めつつ印刷物の取り忘れ、なりすまし
による情報漏えいを防ぎます。



セミナープログラム

【セミナー会場Ａ】（１２階）

＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。

セミナー

Ｎｏ．

クラウド時代を支える最新ＩＣＴ動向
～2017年におけるＩＣＴの可能性

ＮＥＣ

ＮＥＣ
ビジネスクリエイション本部
ニューＩＴエバンジェリスト

林　雄代

ＩｏＴ時代に対応
　～「つながる」SDN次世代工場ネットワーク

ＮＥＣ

ＮＥＣ
マーケティング・ニュービジネス本部

佐古　千尋

セミナー

Ｎｏ．

～飲食店、専門店のオーナー・店長・管理者の皆様へ～
　アプリをイントールするだけでｉＰａｄが最新の
　高性能ＰＯＳレジに
　　「ＮＥＣモバイルＰＯＳソリューション」

株式会社シップス

株式会社シップス
営業部
主任　セールスエンジニア

平井　政宏

～働き方改革を実践するために～
請求書業務の時短・ペーパーレスが実現！
　　「ＢｔｏＢプラットフォーム請求」のご紹介

株式会社シップス

株式会社インフォマート
経営企画部　アライアンス推進部
係長

大谷　恵太郎

A-1
14:20

～
14:50 ＮＥＣのＰＯＳ開発経験・ノウハウをiPadに集約することで低価

格化を実現したクラウド型簡単導入ＰＯＳレジです。　ｉＰａｄ
がＰＯＳレジとなり、プリンンタやキャッシュドロアなどの周辺
機器と連動することで販売管理、売上集計が行えます。実機と合
わせてご紹介いたします。

A-2
15:00

～
15:30 企業間における請求書を電子化することにより、請求業務の時間

短縮をサポートする「ＢｔｏＢプラットフォーム請求書」のご紹
介です。 電子請求による、生産性向上、時短、コスト削減とペー
パーレスによるＥＣＯを実現する方法をご説明いたします。

担当会社／講師

時間 セミナーテーマ／概要 担当会社／講師

N-1
13:00

～
14:00 技術の進歩とともに、生活環境が著しく変化しています。今回の

講演では、近年注目が集まっているＩｏＴと人工知能に焦点を当
て、最新動向をご紹介し、近い将来、どのような使い方がされる
のかご説明いたします。

N-2
16:00

～
16:40

工場での生産性・品質向上を目的としたデータ活用のため多種多
様なデバイスの導入検討が進んでおります。ＩｏＴ活用など、事
業変化に柔軟に対応可能な次世代ネットワークについて、事例を
含めてご紹介いたします。

時間 セミナーテーマ／概要



セミナープログラム

【セミナー会場Ｂ】（１２階）

＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。

セミナー

Ｎｏ．

入出荷検品ソリューション　ご紹介 日本事務器株式会社

日本事務器株式会社
営業本部　営業統括部
ITソリューション販売推進部

大津　純志

～安否確認の「その先」へ～
　BCP/BCMのスピード改革「ココダヨ」Bizご紹介

株式会社シップス

株式会社ゼネテック
ココダヨ事業本部　営業企画部
担当部長

伊与　徹也

パーツマネジメント　ご紹介 ＮＥＣフィールディング株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社
川崎テック戦略本部オペレーション設計部

マネージャー

豊田　和孝

コンタクトセンターサービス　ご紹介 ＮＥＣフィールディング株式会社

NECフィールディング株式会社
カスタマーサポート事業部コンタクトセ
ンター戦略部

原　豊和

既存配線を活かし低コスト導入可能な「日本製防犯
カメラ」のご紹介

株式会社シップス

株式会社日本防犯システム
販売システムソリューショングループ
東日本統括支店長

　鈴木　卓哉

B-5
16:00

～
16:30 ニーズ高まる防犯カメラにおいて、同軸ケーブル使用の高画質カ

メラを活用し、高い利便性、管理に手がかかりにくい運営を、導
入事例を交えてご紹介いたします。

B-3
14:30

～
15:00

ハードウェア障害が発生した際、キッティング済みの予備機を速
やかにお届けいたします。お客様は直ちに業務を再開することが
できます。障害の受付から予備機管理～修理までワンストップ対
応ができるサービスをご紹介いたします。

B-4
15:15

～
15:45

コンタクトセンターは会社の顔としての対応を求められます。当
社は６０年の実績から得たノウハウを基にサービスをお客様に提
供させていただいております。コンタクトセンターサービスを事
例を交えながらご紹介いたします。

B-1
13:00

～
13:30

端末の機種を選ばないブラウザ搭載のハンディーターミナルを利
用し、「入出荷・在庫の精度向上」「実績情報の早期把握」「庫
内業務の効率化」を支援する入出荷検品ソリューションをご紹介
いたします。

B-2
13:45

～
14:15

緊急地震速報に連動し、社員の最新の位置情報を地図上に表示し
ます。危機管理担当者は、社員の最新位置や安否情報を把握し、
迅速・適切な事業継続マネジメント（BCM）を実現できます。
自然災害のみならず、会社の非常時には手元のスマートフォンか
らアラートを発報し、警報の発令や社員の参集など業務指示をす
ることが可能です。

時間 セミナーテーマ／概要 担当会社／講師


